
岩槻区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

岩槻区は、10区中最大の面積を有し、豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神社仏

閣、城下町や人形のまちとしての地域文化など、多彩な魅力があります。

こうした魅力を守り、生かしながら、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さを

共感できるまちづくりを推進していくことが求められています。そのため、岩槻

の魅力を積極的に発信し、市の副都心として交流人口の増加を図りながら、更な

るにぎわいを創出していく必要があります。

また、高齢化への対応や区民へのアンケート結果をもとに、区民ニーズを踏ま

えた事業を展開し、区民満足度の向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染

症への対策を講じ、安全・安心を確保したうえで各事業を実施していく必要があ

ります。

岩槻区の人口の推移

重点的に取り組んでほしい分野
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（１）区民主役のまちづくり

魅力と活力あるまちづくりを進めるため、

地域の課題や区民ニーズを的確に捉え、住民

同士のふれあいや交流によるコミュニティの

活性化を図る必要があります。

また、市民活動団体間の意見交換会を実施

するなど、市民活動の更なる活性化に取り組

み、区民主役のまちづくりを促進する必要が

あります。

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくり

近年は、区内の区画整理事業等の進展に伴

い、岩槻区の人口は増加傾向となっています。

また、「岩槻人形博物館」及び「にぎわい

交流館いわつき」が開館し、人々の交流を促

進する拠点が整備されました。

こうした状況を踏まえ、多彩な地域資源を

生かした各種事業を展開し、広く岩槻の魅力

を発信していくことで、交流人口の増加を図

り、にぎわいの創出に取り組む必要がありま

す。

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり

道路延長が10区中最も長く、道路の緊急

修繕や交通安全施設の設置要望件数が非常

に多い状況です。

また、地震や台風等の自然災害への備え

を強化し、災害時の混乱や被害の軽減が求

められています。これらへの対応が急務と

なっているほか、交通事故の防止、障害者

への支援の充実など、安全・安心で暮らし

やすいまちづくりに取り組む必要がありま

す。

市民活動ネットワーク登録団体講演会

トランスボックスのラッピング装飾

道路の緊急修繕
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民主役のまちづくりを促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

1 区民まつり事業 10,300 9,630 区民との協働により、地域の特性を生かした 502

〔コミュニティ課〕 (0) (9,630) 区民まつりを開催

2 市民活動支援事業 1,630 2,126 区民との協働による魅力あるまちづくりを進 502

〔コミュニティ課〕 (1,630) (2,126) めるため、市民活動ネットワーク登録団体が

行う各種事業を支援

3 岩槻タウンカフェ事業 259 259 広聴機能を充実させるため、市民活動団体及 502

〔コミュニティ課〕 (259) (259) び企業等が参加する意見交換会を開催

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

4 城下町岩槻鷹狩り行列 10,000 10,000 にぎわいの創出及び交流人口の増加を図るた 502

事業 (0) (10,000) め、徳川家康公が鷹狩りの際、岩槻を訪れた

〔観光経済室〕 史実に基づき行列を再現するイベントを開催

5 総振城下町岩槻歴史散策事 5,013 4,624 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を 502

業 (3,928) (4,624) 目的に、区内の史跡・名所等を巡る散策等の

〔観光経済室〕 事業を実施するとともに、歩道上トランス

ボックスへのラッピングや岩槻散策マップに

関連した観光案内サインを整備

6 人形のまち岩槻　まち 1,440 1,440 岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘 502

かど雛めぐり支援事業 (0) (1,440) 致を図ることを目的とした「人形のまち岩槻

〔コミュニティ課〕 まちかど雛めぐり」の開催を支援

7 健康ウォーキング推進 673 693 市民の健康増進を図るほか、区の魅力をＰＲ 502

事業 (0) (693) するため、ウォーキング講習会及びウォーキ

〔コミュニティ課〕 ングイベントを開催

岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実現に向けて、区民主役のまちづ
くりの一層の促進、岩槻の歴史・文化など多彩な地域資源の発信・活用、区民ニーズの高い安全・安
心な生活環境の確保に積極的に取り組み、岩槻の魅力やにぎわいの更なる創出、多世代の参加と交流
の促進を図るなど、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さを共感できるまちづくりを推進します。

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

8 土木緊急修繕等事業 181,849 182,852 道路の緊急修繕を実施 501

〔くらし応援室〕 (181,849) (182,852)

9 交通安全施設維持管理 10,183 10,433 道路照明灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕 501

事業 (10,183) (10,433) を実施

〔くらし応援室〕

10 防犯啓発事業 1,146 1,263 防犯連絡協議会との連携により、親子防犯教 501

〔総務課〕 (428) (1,263) 室、防犯の集い等の啓発事業を実施

11 子ども防災教室事業 50 50 小学生を対象とした防災教室を開催 501

〔総務課〕 (50) (50)

12 岩槻区顔の見えるネッ 180 180 障害のある方の支援に携わっている事業所等 503

トワーク事業 (180) (180) 関係機関のネットワークを強化するととも

〔支援課〕 に、関係機関職員のスキルアップを図るた

め、会議を開催

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名 見直しの理由及び内容
コスト
削減額

総務課 出張旅費の見直し
過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 17

総務課 コピー使用料の見直し
過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 35

総務課
防犯啓発事業の消耗品
費及び会場使用料の見
直し

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 122

コミュニティ
課

市民活動ネットワーク
登録団体研修会講師の
選定の見直し

研修会講師の派遣について事業者に依頼することなく、
さいたま市職員研修講師謝礼基準に準じ、学識経験者等
に依頼することにより、予算額を縮小する。

△ 110
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 9,573 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 17款

22款

24款

25款

-

＜主な事業＞
１ 200,283 [参考]

２ 1,293

３ 13,366

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 9,573

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,573

前年度予算額 13,677

増減 △ 4,104 

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せ等に関する区役所、本庁各課等
への案内を行います。また、情報公開コーナーにおける
行政資料等の整理、閲覧案内、貸出し、有償又は無償の
頒布を行います。

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

岩槻区役所総合案内

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 991

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 2,955

事務事業名 岩槻区役所管理事業（総務課） 予算額 214,942

前年度予算額 205,551

増減 9,391 

　来庁者や職員の安全を確保するとともに、施設の効果的な活用を図り、区民生
活に密着したサービスを提供するため、区行政の拠点である区役所庁舎や別館等
の維持管理を行います。
　また、区行政の円滑な運営を図るために必要な事務経費を支出します。

諸収入 890

市債 8,800

一般財源 201,306

区役所の事務経費
　職員の旅費や一般事務消耗品、アルコール消毒液等の
区役所運営に係る事務経費を支出します。

区役所庁舎等維持管理事業
　区役所庁舎の賃借料及び共益費等の必要な経費を支出
するほか、区役所庁舎及び別館施設の保守管理や修繕等
を実施し、適切な維持管理を行います。

府内別館予防保全・新療育センター整備事業

　府内別館について、公共施設マネジメント計画に基づ
く中規模修繕とあわせて、新療育センターの整備を行う
ため、基本・実施設計業務及び建材調査業務を行いま
す。

岩槻区役所正面玄関
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 181,849 ４ 1,989

２ 10,183 ５ 400

３ 2,399

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 478 ４ 70

２ 1,146

３ 50

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 196,820

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 196,820

前年度予算額 196,913

増減 △ 93 

　区民の身近な生活環境を維持して安全・安心で暮らしやすいまちづくりのた
め、道路の緊急修繕、交通安全施設の修繕等を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路照明灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕を行
います。

　区内4か所の公衆便所の緊急修繕を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発活動事業その他
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路の緊急修繕を行います。

　交通事故防止の徹底を図るため、警察署や関係団体等
と連携し、交通安全啓発活動等を行います。また、各種
事業の物品等の購入を行います。

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

衛生害虫駆除事業
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 繰入金 718

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,026

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,744

前年度予算額 1,820

増減 △ 76 

　区の特性を生かしたまちづくりを積極的かつ効果的に推進するため、区及び局
の取組を掲載する「区のまちづくり」を策定します。
　また、安全・安心で、明るく住みよい地域社会を実現するため、防犯・防災の
啓発に取り組むとともに、区民に親しまれる明るい区役所づくりを進めます。

防犯啓発事業
　防犯意識の高揚を図るため、防犯連絡協議会との連携
により、親子防犯教室や防犯の集い等の啓発事業を行い
ます。

「区のまちづくり」策定事業 区民に親しまれる明るい区役所づくり
　区の将来像の実現に向けて令和3年度に実施する区及び
局の取組を掲載する「区のまちづくり」を策定します。
また、前年度の「区長マニフェスト」の取組についてア
ンケートを実施し、評価を行います。

　区役所庁舎内に設置したチャイルドコーナーの維持管
理及び3階のロビー等で写真等の展示を行います。

子ども防災教室事業
　子どもの防災に関する知識の向上を図るため、小学生
を対象に防災教室を開催します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 10,000 [参考]

２ 5,013

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 10,300 ４ 1,440

２ 673 ５ 586

３ 1,889 ６ 706

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/観光経済室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 繰入金 11,085

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 3,928

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室） 予算額 15,013

前年度予算額 14,624

増減 389 

　岩槻の歴史や文化を生かしながら、にぎわいの創出及び交流人口の増加を促進
し、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さを共感できる事業を展開します。

城下町岩槻歴史散策事業
 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を目的に、区
内の史跡・名所等を巡る散策等の事業を実施するととも
に、歩道上トランスボックスへのラッピングや岩槻散策
マップに関連した観光案内サインの整備を行います。

［総振：09-1-2-02］

城下町岩槻鷹狩り行列事業
　城下町岩槻としての魅力を発信し、にぎわいの創出及
び交流人口の増加を図るため、江戸時代に徳川家康公が
鷹狩りで岩槻を訪れた史実に基づき、鷹狩り行列を再現
するイベントを開催します。

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/コミュニティ課 

城下町岩槻鷹狩り行列

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 繰入金 13,259

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,335

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 15,594

前年度予算額 15,601

増減 △ 7 

　様々な事業を通して、区民との協働を進め、区の特性を生かしながら多世代が
交流できる住民参加のまちづくりを推進します。

健康ウォーキング推進事業 少年少女サッカー教室の開催
　生活習慣病や介護予防など、市民の健康増進を図るほ
か、区の魅力をＰＲするため、ウォーキングコースの周
知及びウォーキングの講習会・イベントを行います。

　子どもたちの健全育成のため、大宮アルディージャと
連携し、区内の小学生を対象とした少年少女サッカー教
室を開催します。

区民まつり事業 人形のまち岩槻　まちかど雛めぐり支援事業

　新たな郷土づくり及び郷土意識の醸成並びに地域住民
の連帯をより一層高めるため、区民との協働により、地
域の特性を生かした「岩槻やまぶきまつり」を開催しま
す。

　城下町岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘致
や、中心市街地の活性化を図ることを目的とした「人形
のまち岩槻　まちかど雛めぐり」の開催を支援します。

岩槻タウンカフェの開催・市民活動支援事業 花と緑のまちづくり推進事業その他
　地域の特性を生かした参加と協働による区政を推進す
るため、岩槻タウンカフェを開催し、意見交換会を行い
ます。また、市民活動ネットワーク登録団体が行う各種
事業を支援し、区民参加と協働を推進します。

　駅前等で区民、ボランティア団体、事業者等と協働し
て花と緑のまちづくり推進に取り組むほか、ロビーコン
サート等を行います。

-502-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 180 [参考]

局/部/課 岩槻区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 180

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 180

　障害のある方やその家族が必要と思われる高品質なサービスの提供ができるよ
う、関係機関職員のスキルアップを図るため、専門講師による講演や情報交換を
行う会議を開催し、障害のある方が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

岩槻区顔の見えるネットワーク事業
　障害のある方の支援に携わっている事業所等関係機関
のネットワークを強化するとともに、関係機関職員のス
キルアップを図るため、専門講師による講演と講演内容
に関するグループワークを行う会議を開催します。

前年度予算額 180

増減 0 

令和2年度リモート開催
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